
アイヌの植物利用に関する研究史の概略と文献案内

はじめに

アイヌ民族がさまざまな野生稲物を利用

してきたことは古くからよく知られてお

り、これに関する報告や研究は少なくない。

遡れば、江戸時代の幕吏や探検家の記録に

も多くのf吉報を得ることができ、明治時代

には宮部金吾ら大学の研究者による報告書

も出てくる。戦前の樺太での調査に始まり、

北海道各地の事例も網羅し、 472種の植物

(菌類・藻類含む)について収録した知里ti

志保の『アイヌ諸分類辞典』のような傑出

した業績もある o また、個別の核物につい

ての調交では、特にオオウパユリからのテ

ンプン採取についての諸々の報告がある。

アイヌの人びとは、植物を扱う知恵や技術

を今も伝承しており、それに対する一般の

関心も高い。

本誌では、外山雅寛氏による「北方民狭

と野生食用植物J (4、 5、 6、 8号所i奴)

があり、アイヌのみならずサハリン、カム

チャツ方、アラスカ等の先住民族の食用梢

物についての古い文献類からの関連記述の

集成がなされた。外山氏の報告は労作であ

り、その価値もむろん変わりないが、引用

した文献のなかには 20年の聞に翻訳・解

読・復刻される等、入手や読解が容易になっ

たものがある。

本稿では、アイヌの植物利用研究の概略

をたどりつつ、数多くある文献のうちどれ
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を読めば知りたい情報を得られるのか、に

ついての手がかりとしたい。また、古い文

献等でも復刻や再録されたものなどもあ

り、そうした情報もあわせて紹介したい。

* 引用文について、旧字体は新字体に改めたが、
送り仮名等はそのまま。

キ 敬称についての不統ーはお許しいただきた
し、。

1 .近世

アイヌの人びとの様子についての記録は

中世の文書にも見られるが、質量ともに充

実してくるのは、江戸時代(後三lりからで

ある。たとえば、松浦武凶郎の残した記録

にも、アイヌが利用してきた多くの品直物に

関する記述が見られる o JLr世文書に出てく

る植物名、特にi莫名は同定が困難であった

が、武内郎の著作の解説・編集を行ってこ

られた秋葉実氏の労作『植物名一覧一一松

浦武四郎翁著作より』が 1997年に出てい

る。ここには、 1，014の植物名が挙げられ

(異名もあるため、種の数はこれより下回

る。「はしがきJ より)、他の文献の解釈に

も役立つだろう。

また、寛政 5(1793)年に幕府へ献上さ

れた『蝦夷草木図(諮)~のように、本草学

の揺繁期の史料もある。 近年では開拓記念

館によってその資料性が研究きれ、展示も

行われた(同館 2000)。



図を中心とした著名な書では、時限夷島奇

鋭』にも数種の植物とその説明があるが、

アイヌ語と絵と利用法のそれぞれに疑問点

も多〈、資料として利用ナるには注意を要

する。 i丘四文書をデータとして利用するに

は、史学をはじめとするさまざまな知識が

必要なので、改題の詳しいものなど専門家

による調査を参考にすべきだろう。

ili:i吐文書を利用した研究では、『蝦夷地の

医療』がある(札幌医史学研究会編 1988)。

ここには、津田晴美「アイヌの薬草J、山岸

喬「蝦夷1也の幕府採薬師の任務とその史

料J、谷津尚一 rr蝦夷草木諮』より本草学

へJ など、本草学の発達にともなう近世蝦

夷地での薬用植物への関心の有様がよくま

とめられている。以降、現代まで薬草研究

としてのアイヌの秘物利用は、少なからぬ

報告がある o

2 .明治

宮部金吾

北海道の明治を代表する学者として、宮

部金吾氏が挙げられる。宮部は北大植物園

創設のため、採集旅行として明治 17(1884) 

年夏に道東から南千島を凶ったのが、北海

道での調交研究の端緒である。官昔日家は松

浦芸誌と近く、待部は子どもの頃から武凶郎

の書いたものを見て育ち、蝦夷地に親しみ

と憧れを持っていたと言う(宮部記念出版

会 1953・16-17)017年の調査行でも、ア

イヌの老人に案内をしてもらったり、話を

聞いたりした。こと網走のウルシには興味

を持ち、斜里アイヌの水野清次郎から由米

を聞き、武四郎に確認をして翌年報台もし

ている(網走のウルシについては、谷本

2004)。宮部l主神保小虎との共著で「北海道

『アイヌ』詩組物名詳表J (1892)や宅勉

とr樺太植物誌、， (1915)などを著した。そ

の後、アイヌの植物利用に関する研究は長

らく中断されたが、l晩年になって再開きれ、

知里にも読んでもらい推敵を重ねていたと

いう。その成果は、講演会の報告(宮部

1942)が残ってはいるが、集成しようと考

えていた著作については未完のようであ

る。

ジョン・パチ(ェ)ラー

明治時代に、アイヌ文化を記録したとい

えば、ジョン・パチエラー師も挙けPねばな

らない。宣教師であった彼は、宗教をはじ

めとするアイヌの習俗についての著書も残

しているが、特筆すべきは 20，000話を収録

した、初のアイヌ・英・和辞典を編纂した

ことであろう。辞典は、 1889年の初版から、

1938年の 4版まで増補改定を重ね、多くの

植物名とその利用法も収録している。パチ

(ェ)ラーは言語学の専門家ではなく、その

内容は後に知虫によって厳しく批判されて

いるが、先1里の辞典でも引Y甘されている。

1981年に復主Ijきれたものには、アイヌ語研

究者の田村すず子氏による解説がついてい

るので、参照されるとよい。

本書はアイヌ語のアルファベット順の記

載で、英語の索引は付いているが、日本語

の索引はない。しかし、布直物に関しては、

松崎直枝による抜粋・翻訳があり、 360あま

りの植物が和名のアルファベット順に整理

されている(松崎 1944)。この文献は入手

しにくいが、 i且立岡書館にあるので、パチ
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ラ 昨典を平IJ!+Iする際の手引きにできる。

3 .大正・昭和期

知里真志保

もっとも収録数が多〈、精度の高い情報

を有していると考えられるのは、知里真志

保氏の『分類アイヌ語辞典・植物篇』であ

る。この辞典は昭和 28年に出版されたが、

知里の才的物名研究は、 I辛太に居た時代に棒

太庁博物館館長の福山惟吉と共著で書かれ

た「樺太アイヌ語柄物名葉(ー) 白浜に

於ける調主(上)ーっ (1943)が最初の発表

のようである。分類アイヌ語辞典の「序言」

とほぼ同じ内容で、これまでの報告を批判

し、自分たちカず行う d音義を述べている。

長くなるが活字典の方の「序言」を引用す

れば、それまでにも「アイヌ語植物名を丹

念に調査記載している」ものがあったが、

再び掘り返して砕典を編んだのは「私円身

がもともと梢物がすきで、従来の文献とわ

比較にならないほど多くの語黛を集めてい

るからという理由の他に、従来の文献わい

ずれも多くの致命的な欠陥を含み、それを

そのまま放置することわアイヌ研究の正し

い発展を阻害すると考えたからに他ならな

いJ と述べている。その欠陥とは、主にア

イヌ語に精通しないために犯した過ちであ

るが、同定の間違いや地域が不明であるこ

とも指摘している。最も重大なのは「木造物

に対するアイヌの考え方の無視」とし、植

物名は必要のある部分にのみ付くため、植

物の積を指す和4ろとは根本的に異なり、部

品7によっても遠い、同じ音1¥位でも種々の名

称があり、人間的なi呼称がつけられている
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ことなどを挙げ、「アニミスティックな考え

方に立つのでなければ、アイヌのI直物名の

本当の理解わ不可能であるJ とする。

1積の植物とアイヌ詰名は I対 I対応で

ないことは、知里によって砕蒙され、十分

に普及していると思う。しかし、音|げすにの

み名がつけられ、純物の全体を表す名称が

ないという点においては、藤村久和氏の否

定的な指摘がある(藤村・加藤 1985)。

きて、先日!型は fもともと柄物がすき」と

書いているが、学名や植物生理に|到する情

報は福111から聞きながら、ともに調査を

行ったものと考えられている。藤本英夫氏

は『知里真志保の生派』のなかで、植物学

者ーである福山が、(宮古1¥批判にあたる) r当

時の学界の脅慣に反する筆運びのある『樺

太アイヌ語名葉』に、教え子知里と名を並

べたことに敬服させられる」と記している o

知l里の砕典には、何度も引用するために

略記号が付ーされた以下のもの以外にも、松

浦武凹目11や鳥居龍蔵など、 30余りの文献が

引尽きれている。

宮古1¥'神保『北海道アイヌ語植物名詳表』

パチラー「アイヌ・英・和辞典』

永岡『北海道蝦夷語地名解』

i1!科『コタン生物記』

宮部・三宅『樺太梢物誌」

菅原『樺太の植物』

宮部・三宅『樺太植物調査概報」

生日皇は近世文書も含む以前の文献の検証

を行っているので、知里砕典はそれらの文

献を読む際にもあわせて Hをとおす必嬰が

あるだろう。

知里が引用していない文献としては、古



間巌氏の報告がある。吉田は帯広の小学校

でアイヌ子弟の教育に尽力し、アイヌの習

俗や説話などの記録を多〈残した。その中

に短いものではあるが、「アイヌの薬用並に

食用植物」等があり、知里辞典では種とし

て挙げられているものの利用法の記載がな

く、吉田に詳しいオオバナノエンレイソウ

のような例もある。吉田の著作は北海道出

版企画センターの Fアイヌ史資料集』のほ

か、帯広市図書館から順次活字化きれ、資

料集として刊11'されている。

更科j原蔵・更科光

知里と同時代にアイヌ文化の聞き取り調

査を行った研究者の一人に更科源蔵氏がい

る。

『コタン生物記』は全3巻で昭和 51年に

発行されたものがよく知られており、『向

I樹木・雑草篇』には 230穏余りの植物が

主な用途別に挙げられている o昭和 17年に

単行本として出版されたものを、子息との

共著で大幅に増補した。更科は作家として

知られ、またl晩年の肖像権裁判などの印象

が強いためか、現在はアイヌ文化研究者と

して顧みられないことも多い。しかし、筆

者らは更科が残した「コタン探訪帳」なる

ノートについて調べた結果、昭和 30年代ま

でに各地の多くの古老から聞き取りを行っ

て詳細な記録を残していることがわかっ

た。見落としてはならない文献て。ある。知

里が指摘するナナカマドの例のように一部

に間違いもあるが、知里は自身の辞典に数

多く引用をしている o 読み物としても優れ

ている。
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北大の経済学部教授であった林は『アイ

ヌの農耕文1G，の著作で知られ、食文化、

植物利用について昭和 20-40年代に調査

を行っている，アイヌ民族誌』の，lli菜採

取J の大部分は、「アイヌの食料植物採集J

r北方文化研究， 2 (1967: 157】 172) とほ

ぼ同じである。 r民族誌、』の文章にやや詳し

い記載のあるものもあるが、インフォ -7

ント (17名)の情報など初出のほうがより

詳しい。これは昭和 38-40年度に行われた

道教委の委託調査によるもので、何を誰か

ら聞いたのかがいちいち記されていないの

が惜しいが、インフ;tーマントは日高在住

者トが半数を超すものの、十勝、上川、胆振、

石狩の古老からも話を聞いている。また、

この時に収集きれたと思われる組物標本や

農具が開拓記念館に収蔵きれており、文献

情報の伴う笑物資料として価値がある。

1960年代以降、盛んに行われるように

なった「生態人類学」は、食物・栄養素摂

取、エネJレギー収支、土地利用といった人

間と環境との関係を解明しようとするもの

で、植物利用についてもこの分野での研究

がある。また、考古学への応用も行われて

いる。アイヌの生態人類学的研究は、渡辺

仁氏が先鞭をつけ、 60-70年代に数多くの

論文を残した。

辻秀子

アイヌの食生活に占める植物の割合や成

分分析等の研究のなかでも、初期に具体例

を詳細に示したものとして、辻秀子氏の論

考を挙げることができる(辻 1983) 0 それ



まで、アイヌの食に占める植物の比重は軽

いとみなされていたが、j:f:は明治JiIlの食生

活において、カロリー比率では槌物性のも

のが 58%と算定した(ここには、農作物も

含まれるため、「野生の動植物に依存してい

た時代には、動物性食料の比重がこれより

かなり高かったと思われる」としている)。

アイヌの生業を定量的に検討できる材料は

大変少ないため、辻のような研究はほとん

どない。

木下良俗

河じ頃に報告書が出され、その後も長〈

引用され続けているのが、「アイヌの疾病と

その治療法に関する研究J (木下 1983)で

ある。当時道立衛生研究所特別研究員で

あった木下氏と、当時北海道開拓記念館研

究職員であった藤村久手口氏(現北海学園大

教授)らによって、文献調査と古老からの

開き取りをW.1Tしつつ、医学・薬学からの

分析・解釈をおこなったものであり、疾病

に対するアイヌ民族の思考も霊視してい

た。参考文献も大変充実しており、これを

超えるものはまだ無いといえる。報告書は

道立岡書館から借りることができる。

オオウノてユリ

きて、食料の話題が出たので、個別の植

物利用研究として、オオウパユリについて

紹介したい。オオウパユリは、その鱗茎(ア

イヌ語でトゥレプーとけさせるもの)が、

ギョウジャニンニクとともに「ハル・イッ

ケウ:食料の・背骨=食料の中心になるも

のJ (知里1'.200) とも言われ、そのでんぷ

んが重要な食料の 1つであった。故にこの

鱗茎からのでんぷん採取や利用法に関する
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研究は多〈、地方差の調査や過去の研究の

再検討などが行われている(藤村・加藤

1985、村木 1996、内問 1996、2000、本

田 2001など)。特に本同氏の論考には、従

来の研究を振り返り、「発酵」に関する研究

の課題が呈きれている。

4 .近年の動向(平成以降~)

比較的新しく、アイヌの梢物利用につい

てのまとまったものとしては福岡イト子氏

の rアイヌ植物誌j (1995)がある。福岡氏

が上川地方の伝承者たちから実際に見聞き

したことを中心に、多数の文献類も引用し、

季節別・利用部位別に約 90積の植物につい

て紹介したものである。残念ながら在嫁切

れとのことであるが、主要な図書館等には

収められているはずだ。

同じ頃に出版された選書に山田孝子氏の

rアイヌの世界観』があり、第 3章「アイヌ

の植物命名法」が所l以されている。 IlJ田氏

は沖縄県八重山地方における民族植物学の

調査で知られ、自然に対する民族認識を専

門としている。

けじの生活文庫 2北海道の自然と暮らし』

は一般書ではあるが、古原敏弘氏の執筆に

よる「森と暮らし」等は詳細で概説以上の

ものと言える。古原氏の報告は『アイヌ文

化に学ぶj (札幌学院大学人文学部 1990) 

や『聞き書きアイヌの食事j (萩中美校ほか

1992)にも所収きれている。特に後者は、

食用となる植物とその利用法が多く掲載さ

れ、写真も豊富である。

『聞き書きアイヌの食事』の執筆者には、

アイヌ民族博物館の学芸員・村木美幸氏も



加わっている。アイヌ民族博物館(白老町)

では、敷地内に植物闘を設け、有用植物の

解説を行っているとともに、伝統的な食事

の再現等にも取り組んでいる。 1988年から

は、小冊子「アイヌと自然J シリースーとし

て柄物に関する 3編も刊行している。これ

らは植物の同定に役立つ大相lのカラー写真

と利用部伎のアップを拘載し、利用法を

語った伝承者の実名入りでまとめられた本

である。聞き取り者やテープ起こしをした

者の名前も挙げられ、データの信頼性を大

事にした編集である。また、筆者の勤める

博物館の特別展の図録には、村木氏の「ア

イヌの柄物干1)用J を収めている(村木

2005)。現在のアイヌ文化の状況がよくわか

る内容である。

i萱内博物館の出版物の中でも新しく、特

色あるものとして、帯広百年記念館編の『ア

イヌ話で同然かんさつ同銀， (2004)がある。

同館が 10年にわたり行ってきた自然観察

会の経験から生まれたもので、 |勝地方の

伝承者からの聞き取り、および既刊の文献

からの引用も十勝の伝ゑを中心に編集きれ

た点が特筆に価する。生態のみならず、民

具等の写真も豊富でF、同館友の会がI曽刷、

販売もされている。このほか、同館『紀要

6号. (1988)にも目黒治則j氏らによる本別

の沢井トメノ氏が語った 70種余りの柄物

に関する伝承の報告がある。

また、旭川市博物館では、アイヌ関係資

料のうち縞物標本のH録を 2005年に発行

しているので、紹介したい。総数 241点の

うち、 199点は砂津ベラモンコ口組が昭和

40年代前:-r:に採集した胎葉資料で、アイヌ
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語名、和名、手1)用法などが書き添えられて

いる。そのほか、河野広道氏のコレクショ

ンで、 IR北海道新聞社北方文化研究室(昭

和 18~20 年)収集資料とみなされるかラス

瓶入りの標本 29点等も収録きれている。

i立立衛生研究所も薬用資源としての観点

からアイヌの利用してきた植物の研究を

行ってきた。先例と言えるのは、 上述の木

下氏らの研究である。その後も同研究所で

は、アイヌが利用してきた植物の成分分析

などを行っていたが、 1996年には(財)ア

イヌ民放博物館 白老町との共同で報告書

を刊行し、以降も成栄を発表している(姉

帯ら 1996、1998、2001、2004)。道立図書

館ほか所蔵先は限られているが、同研究所

のホームページには('特集」→「薬用杭物

園」→「アイヌ民族の有用柏物J)に 150種あ

まりの有用植物のリスト(出典明記)があ

る。報告についても、所報の PDF版('刊

行物情報」から)で読むことができる。

薬用植物との関係では、名寄市に国立の

栽培試験場(現・独立行政法人・医薬基盤

研究所薬用梢物資源研究センター北海道研

究部)があり、その関係者による「名寄の

薬用柄物J (本間・白山 1988)が出ている。

平成 11年からは名寄市北国博物館等との

実行委員会によりワークンヨツプが開催さ

れており、報告書が出ていることも記して

おきたい('北国研究収録. 4 号~)。

近年の研究て叶寺筆すべきは、本田優子氏

の一連の仕事である。本田氏(現札幌大

学助教授)は、アイヌ民族博物館の『伝承

記録」シリーズ『川上まつ子の伝承 植



物編 1-，など、 i司自官の所蔵する聞き取り

調査テープの活字化・日本語訳と編集を

1Tっている o そして、道立アイヌ民族文化

研究センターの研究紀要には、植物に対す

る認識と利用のi，l，j凶について、民族誌・考

古・円承文芸や統計等の資料性や過去の研

究の妥当性などについて級京、な検討を行っ

ており、研究方法自体の課題も提示してい

る(本田 1997、1998、1999、2001など)。

特に「ヤナギに関する一考察」は、丸木

舟に用いたとされるヤナギの樹種の同定に

関するもので、知耳Z砕~~tの評価としても、

ぜひ読んでおきたい内符である。また、本

国氏は原典にあたる必要やアイヌ語に関す

る基礎知識についても強窮している。本田

氏の指摘する資料性の確認に努めるととも

に、杭物学の専門家とアイヌ文化研究者の

共同研究が進むことを期待したい。

最後に、植物利用のみに関するものでは

ないが、アイヌ文化に関する新刊本を紹介

したい。=手塚葉氏の rjfr世におけるアイヌ

の生活様式の多様性 アイヌ研究の新た

な展開 J (手塚 2005 b)は、特に生業

について、歴史や肉然、科学など多彩な最新

の研究成果を盛り込み、毛皮交易などグ

ローパノレな視点、を加味した論考となってい

る。より一般向けにまとめられた手塚氏の

論考「アイヌの食と文化J (手塚 2005 a) 

は、近世文書から下記の南川氏の研究まで

幅広く引用しながら、アイヌの食生活につ

いて言及し、これまで考えられていたより

も植物性食料の多かった可能性を指摘して

いる。|司書には木原仁美氏「現代のアイヌ
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の食文化J と共著の形でj収められている。

子塚氏が引用した南川雅男氏の報告と

は、古人骨の炭素・窯素同位体分析により

食生活を復7Gするアプローチである o 南川

によれば、近世アイヌの食物構成は、植物

性のもの(雑殺を含む)が熱量で 54%、重

量で 33%と推定している(南川 2001)。怪

獣は少なし海核晴乳類が多いことも特徴

である。この結果をもとに、アイヌの生業

の再検討が行われることを期待したい。

以上、多数あるアイヌの植物利用関係文

献のうち、読んでおきたいものの一部を見

てきた。道立アイヌ民族文化研究センター

の貝沢太一氏が指摘するように、多くの文

献には重被する情報があり、これらを植物

ごとにデータベースとしてまとめることが

できれば、研究に大きく寄与することにな

るだろう(貝沢 2000)。課題も多く、実現

には至っていないとのことであるが、期待

したい。また、貝沢氏は北海学園大学の岩

崎まさみ氏や酪農学園大学の石井智美氏ら

が行った沙流川流域のアイヌの食事に関す

る栄養学的な調査にも協力しており、今後

の研究に注目したい。

i吉立図書館にあるアイヌ関係文献等につ

いては、解題のついた目録『北方資料参考

凶書解説目録4<アイヌ資料>/(北の資料

109)， (2002年)が出ており、 206項目の文

献等が紹介されている。ホームページから

も見られるので、あわせて参照されたい。

参考文献として、もうひとつ最後に挙げ

ておきたい本がある。網走市在住の元古書

府主の川村正一氏が、昨年まとめた fアイ

29一一



ヌ語動植物採集j (川村 2005)である。川

村氏は 95年に rアイヌ語樹木名考Jという

小冊子を刊行しており、これは 1916年に日

本山林会が発行した『日本樹木名方言集』

からアイヌに関係する樹木について抜粋し

たものであった。5iI宮里辞典にないアイヌ語

名もあるため、編集したという。『動植物名

探集』は、近世から現代にいたる 80の文献

からアイヌ語名称を拾い、種ごとに 50音順

に整理したものである。動物編は 508種ア

イヌ語延 4016筆、植物編は 87-175頁、 718

種アイヌ語延 4407筆が収められた労作で、

出典もすべて番号で記載されている。アイ

ヌ語索引、和名の異名索引もある。

まとめに代;えて

昨夏、筆者の勤める道立北方民族博物館

では、特別展「アイヌと北の植物民族学~た

べる・のむ・うむ-J を行った。図録には

引用文献を中心に主なものを婦載したつも

りだったが、研究史を振り返り、植物利用

の総体的な解釈をするために必要な重要文

献がいくつか抜け落ちていることに気つ砕い

た。反省もこめてこの文献案内を記すとと

もに、抗Il文が柏物の専門家の方々にもこの

テーマについてご意見をいただける機会と

なれば幸いである。

(北海道立北方民族博物館学芸貝)
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